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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

・IM7組公開シンポジウムに参加ご希望の方は、

本日中に事務局まで FAXお願いします。 

次週例会終了後、22F「オリオンの間」にてノミ

ニー理事会を開催いたします。次年度理事・役員の

皆様はご出席をお願いいたします。 

・上半期ニコニコボックスご寄付の領収書、米山記

念奨学金の領収証およびロータリー財団寄付の

領収証(寄付者のみ)をポスティングしております

ので、お名前等お間違い無いかご確認下さい。 

・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会・青少年奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

ボランティアを励ます会ご案内を本日ポスティン

グしております。2 月 26 日(金)19 時 00 分～2 時

間程度の予定で今年度の青少年奉仕委員会事業と

して、大手前整肢学園のボランティアを励ます会

を実施いたします。この事業はでボランティアを

頑張っている学生たちを励まし、慰労すること、

参加ロータリアンが学生たちと意見交換を行い、

彼らの活動の実態や考えを、学ぶことです。ぜひ、

多くの方にご参加願えればと思います。場所は決

定次第、参加申し込みの方にご連絡します。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 2 月 5 日 第 1577 回例会 
平和と紛争予防/紛争解決月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((2222 月月月月 12121212 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢｢｢｢奉仕の理想奉仕の理想奉仕の理想奉仕の理想｣｣｣｣♪♪♪♪    
･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢末期ガンからの生還末期ガンからの生還末期ガンからの生還末期ガンからの生還」」」」    

株式会社ファイン株式会社ファイン株式会社ファイン株式会社ファイン    会長会長会長会長    佐々木佐々木佐々木佐々木    義正義正義正義正氏氏氏氏    
((((北村北村北村北村    光司光司光司光司会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････ノミニー理事会ノミニー理事会ノミニー理事会ノミニー理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    見岳章見岳章見岳章見岳章「「「「川の流れのように川の流れのように川の流れのように川の流れのように」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

本日は、喜ばしい報告と残念な報告があります。 

 先ず、昨日(1月 28日)に田中健会員のカテーテル

手術が無事終わり、明日には退院されるそうです。

近々お元気なお姿を見せて下さることでしょう。 

 残念な報告は、元メンバーの小林君夫さんが先

日(1月 24日)お亡くなりになられたそうです。完

全な家族葬でお送りになられたそうです。心より

哀悼の意を表します。 

 本日は、皆さんに提案ですが、もう少し例会に

早めに集まってはどうでしょうか。以前にも少し

お話をしたかもしれませんが、12時 30分から 13

時 30 分の例会に出席するのみでは、もったいな

いのではないでしょうか。 

 時間を作って早めに来たり、例会終了後に一階

喫茶店に集まり、様々な話を以前のように出来た

ら、よりロータリーライフが充実してくるのでは

ないでしょうか。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

････クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム((((国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当国際奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC 来日時の接遇について来日時の接遇について来日時の接遇について来日時の接遇について｣｣｣｣    

河野河野河野河野    裕一国際奉仕委員長裕一国際奉仕委員長裕一国際奉仕委員長裕一国際奉仕委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マリィマリィマリィマリィ「「「「金婚式金婚式金婚式金婚式」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    



福井・・・木村君さくら来ました。 

長谷・・・昨日は会長幹事会でいろいろな良い話

し合いが出来ました。山西さま、クロ

イワさま、松下さま、よくいらっしゃ

いました。クロイワさん卓話楽しみで

す。 

木村・・・担当卓話ですのに、欠席でスミマセン。

クロちゃん、MAX宜しく！ 

小松・・・黒岩さん、期待してます。 

河野・・・昨日の歴代会長幹事会、ありがとうご

ざいました。 

中村（匡）・新しい習い事が無事スタートしました。 

中田・・・クロイワ様、卓話たのしみです。宜し

くお願いします。東京進出一社目いた

だきました。初孫産まれました！ 

西尾・・・休養明けニシオボヌール、明日京都第

7レースに出走。武豊が騎乗します。 

岡本・・・黒岩様、卓話よろしくお願いいたしま

す。 

山本・・・黒岩さん、今日は楽しみにしておりま

す。 

｢｢｢｢全てはタイミングとステージにあり全てはタイミングとステージにあり全てはタイミングとステージにあり全てはタイミングとステージにあり    

～アセアンの時勢～～アセアンの時勢～～アセアンの時勢～～アセアンの時勢～｣｣｣｣    

ノンフィクション作家・工学博士ノンフィクション作家・工学博士ノンフィクション作家・工学博士ノンフィクション作家・工学博士    

吉林省観光大使吉林省観光大使吉林省観光大使吉林省観光大使    

クロイワ・ショウクロイワ・ショウクロイワ・ショウクロイワ・ショウ氏氏氏氏((((大阪城北大阪城北大阪城北大阪城北 RCRCRCRC 会員会員会員会員))))    

((((木村木村木村木村    節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介節三会員紹介))))    

年始、自宅の徳島

は、深いところでは

40cm もの積雪に見舞

われた。公共交通機関

が遮断され、水道管の

破損による断水もあ

った。そんな中、家か

ら出れなくなった高齢の独居老人の救出劇に参加

した。災害時ほど、地域自治が求められることは

ない。 

ところが、今日ではその自治を形成するのもま

た高齢者なのである。80 歳の高齢者を 70 歳の高

齢者が助けるというような図式は、もはや徳島県

だけの問題ではない。 

少子高齢化による人口の減少は、「世界一のイン

フラ」の維持を危うくさせる。また経済を鈍化さ

せる。｢経済成長とは人口増である｣と新進気鋭の

英国人アナリストは、｢山本七平賞｣を取り話題と

なっている自著｢新・観光立国論｣で主張する。 

1939 年、仏の人口は約 4 千万人、日本は約 7

千万人であった。2013年、仏の人口は約 6.5千万

人、日本は約 1億 3千万人になった。 

両者の GDP はこれに比例している(仏：約 20

兆→270兆、日：約 20兆→約 500兆)。工学部出

身の私は、日本人の勤勉さ、優秀さ(1人当たりの

生産性の高さ)によって、高度経済成長を成し遂げ

たと信じていた。 

ところが、1 人当たりの GDP(生産性)のランキ

ングにおいて、日本は世界で26位(IMF調べ、2014

年)という先進国中でも末席に名前を連ねている。

(ちなみに 1位はルクセンブルク) 

つまり、経済成長の主要な要素はやはり人口増

だと推察されるのである。人口は消費を生み、地

価の向上を導き、富裕層を生み出す。日本で最も

地価の高い場所は東京都千代田区で坪約 800万円

もする(2015年)。他方、一番低い場所は北海道雨

竜郡で坪約 800円だ(2015年)。 

では、これらはバブルの時にどうであったか？ 

単純に 2 倍と推定しても坪 1,600 万円と坪 1,600

円、その差 10倍。 

このことから分るのは、バブル(高度成長)の恩

恵は、都市部、つまり人口が多いところに集中し

ていたということである。やはり鍵は人口にある。 

では、どうすれば増えるのか。私の師の一人で

あるバリの兄貴は、外国人留学生や正規の就労者

 ――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥29,000 29,000 29,000 29,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,182,392 1,182,392 1,182,392 1,182,392 ----＞＞＞＞    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

日本における伝統的職業倫理日本における伝統的職業倫理日本における伝統的職業倫理日本における伝統的職業倫理    

(日本の伝統的職業倫理の世界にも普遍的な考え

方が江戸時代より存在していた) 

その１)下村彦右衛門(大丸の創業者)の｢先義後

利｣。 

自分の利益だけを追及しても客はついてこない。

客はどちらの店が良心的かということを本能的に

良く知っている。この｢先義後利｣は儒学の一人、

荀子の中に出てくるが、義を先にして利を後にす

るものは栄えると云うことを儒教のなかに定めて

いる。この｢義｣という字には、人間の行為のうち

で、万人にとても良いとされるものという意味が

ある。 

引用文献 

庄野晋吉：平成 27年 5月 9日、第 2660地区第 2

回職業奉仕委員長会議｢ロータリーの原点は親睦

と奉仕｣(奉仕の根幹は実業に於ける職業奉仕)よ

り 

日時：28年 1月 28日(木)18：30～ 

場所：帝国ホテル 23F ｢ジャスミンガーデン｣ 

参加者：犬伏、中村(匡)、松浦、関、大蔭、金髙、

岡本、長谷、河野、中林、辻村 

中林会長より、上半期事業の報告及び反省と、

下半期に向けての抱負について話があり、その後

台北百齢 RC との交換留学事業の今後の方向性な

ど、活発な意見交換がなされ大変有意義な会であ

った。 

を増やせと語る。くだんの英国人アナリストは、

短期移民、つまり観光客を増やせと説く。 

思えば、経済大国米国も移民政策で経済を伸ば

した。こうした問題意識は、内需産業を対象とす

る我々中小企業にとって大切であると思う。 

新春より下落を続ける日経平均は、一時的な原

油安と円高を背景としているため、輸出に関する

大企業の状況しか現わしていない。少子高齢化に

よって勃発し得る、さまざまな問題を、我々は予

防的に考え、対策を練る必要がある。要の外国人

観光客という｢国内外需｣にフォーカスすべきだ。 

しかし、その対策は遅れている。たとえば、我々

が日本の売りと思っている｢おもてなし｣は、外国

人には 20%程度しか理解されていない(日本生産

性本部調べ、2011年度)。 

また、押しつけがましいなどの酷評を受けてい

るケースも多い。そもそも、つい最近まで、日本

は、国際観光客ランキングで世界 26位であった。 

その日本が｢我々の『おもてなし』こそは世界に

通ずる｣と主張しても、それは成績が悪いのに｢勉

強ができます｣と主張する学生に等しく、空しさが

漂う。 

ただ、悪い話ばかりではない。昨年、外国人観

光者数は 2,000万人を突破、世界 26位から 16位

に浮上した。今こそ、国内中小企業一丸となって、

この国内外需に打ってかかるべきである。 

神道は八百万の神。いろんなものを許容する文

化である。私が通うインドネシアも同様、東西 5

千キロ 1 万 5 千近い島を抱える同国の国是は｢多

様性の中の統一｣バリ島の観光需要は世界である。

受け入れることにリスクはつきまとう。しかし、

それは可能性の裏返しでもある。 

日本古来の精神を取り戻し、来る将来の問題に

対処できるのではないか。もちろん、国民 1 人 1

人の生産性の向上に関しては、KEC教育グループ

さんにお任せする以外にはない。 

｢小松先生－代理原稿作成＆山本(依)委員長－

代理卓話者紹介、有難うございました｣(木村) 

 

 

 

 

 

 

～～～～    ｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー    ～～～～    

――――    歴代会長幹事会報告歴代会長幹事会報告歴代会長幹事会報告歴代会長幹事会報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 3名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 
<1 月 29 日の出席率 77.42％>  
Make up を含む 1/8 の出席率 85.19％ 

｢共に汗した老人・身障合同スポーツ大会｣｢共に汗した老人・身障合同スポーツ大会｣｢共に汗した老人・身障合同スポーツ大会｣｢共に汗した老人・身障合同スポーツ大会｣    

真岡ロータリークラブ真岡ロータリークラブ真岡ロータリークラブ真岡ロータリークラブ    

((((第第第第 2550255025502550 地区地区地区地区    栃木県栃木県栃木県栃木県))))    

 10 月 22 日、澄みわたる秋空のもと、真岡市内

の高齢者と身障者を対象としたスポーツ大会｢老

人・身障者合同スポーツ大会｣が開かれ、千二百余

人が参加しました。真岡市老人クラブ連合会と同

市身体障害者福祉会が主催し、当クラブが共催、

市内の郵便局が協賛しています。ロータリー財団

の地区補助金を活用し、会員が全員参加する社会

奉仕委員会のメーン事業です。 

 当日は賞品の提供はもとより、会場設営、競技

用具の搬入・搬出、競技者の誘導、審判、賞品の

授与まで行い、会員自身も競技に参加します。そ

して何と言っても、大好評の豚汁 1200 食分の賄

い。会員夫人も大活躍してくれました。今年度お

世話している米山奨学生 2 人も休む暇なく、大車

輪の活躍でした。豚汁は、幹事以下有志数人が前

日から下ごしらえをする、“ロータリー”のダシの

効いた自信の逸品です。昼食時には今回も長蛇の

列ができました。 

 競技種目は、目隠し走、紅白玉入れ競争など 12

種目に及びます。高齢者も身障者の皆さんも元気

いっぱいで、声援が飛び交い、皆さん満面の笑み

でした。われわれも共に汗を流し、楽しみながら

交流を深め、生きる喜びを共有しました。この大

会は、ロータリアンの崇高な使命である社会奉仕

の実践であり、ロータリーの理念を広く市民に理

解していただく活動でもあります。額に汗した一

日。参加者の笑顔が、私たちに充実感と生きる力

を与えてくれました。 

｢児童養護施設の子どもと野外交流会｣｢児童養護施設の子どもと野外交流会｣｢児童養護施設の子どもと野外交流会｣｢児童養護施設の子どもと野外交流会｣        

和歌山アゼリアロータリークラブ和歌山アゼリアロータリークラブ和歌山アゼリアロータリークラブ和歌山アゼリアロータリークラブ    

(10(10(10(10 月月月月 24242424 日日日日    第第第第 2640264026402640 地区地区地区地区    和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県)))) 

青少年育成事業として、自動養護施設・旭学園

の小学生と野外交流会を実施。外で遊んでバーベ

キューを食べて一日を過ごすこの会は、今回で 3

回目。回を重ねる毎に仲良くなることができ、子

どもたちは会員の顔も覚えていてくれて、彼らの

成長を肌で感じた 3年目だった。次回も喜んでも

らえることを楽しみに、継続していきたいとクラ

ブでは考えている。 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・2222 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・・・・2222 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・2222 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        11119999：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

ボランティアを励ます会 

   (場所未定) 

・・・・3333 月月月月 11111111 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・3333 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))            

地区チーム研修セミナー、PETS 

   (大阪国際会議場) 

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 33周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・4444 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))            

第 3回ゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

 

 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 2222 月号より月号より月号より月号より    ――――    

曽我部律夫（21日）犬伏  將（24日） 

多田 秀觀（11 日）田中  健（14 日） 

松田 喜則（10日）岡田 耕平（15日） 

関 謙二   ㈱水森硝子店      （1921） 

木村節三     KEC教育グループ   (1974) 

・1ヶ年皆出席表彰 

北村 光司 


